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外注化阻止！非正規職撤廃！
３月雇止絶対阻止！推進機構闘争勝利！

2.23春闘総決起集会へ
昨年末に行なわれた衆議院選挙では、原発再稼
動、消費大増税、オスプレイの強行配備、TPPへ
の参加など反労働者的政策をすすめてきた民主党
に労働者階級の怒りが爆発し、民主党政権は引き
ずり降ろされました。
しかし自民党・安倍政権は労働者階級に支持さ
れて登場してきたわけではありあません。今回の
選挙で実際に獲得した自民党票は前回の大敗した
ときの得票数を下回っているのです。ただ小選挙
区制というカラクリが自民党の大勝を演出しただ
けなのです。その自民党・安倍政権はあくまでも
新自由主義政策を推し進める超反動政権として登
場してきています。大恐慌に締め上げられて無謀と
も言える超金融緩和= インフレ政策の強行、何ひ
とつ解決していない福島の現実を無視抹殺し、原
発政策は再稼動どころか新設さえも行なおうとし
ています。更に国防軍の創設から憲法改悪、道州
制導入と突き進もうとしています。
13春闘は、連合、全労連など既成の勢力が全く
闘えない中で、安倍政権= 新自由主義と対決し3月
末大量首切り情勢を迎え打つ闘いです。外注化こ
そ労働者を非正規職に突き落してきた資本の手口
です。広島の地でも、広島県地域保健医療推進機
構では、運転部門の外注化＝嘱託職員の運転手の
雇止の攻撃がかけられています。また広島連帯ユ
ニオン・草津病院支部では、金儲けが一切の病院
の新自由主義化の中で、医療の安全問題が大爆発
しています。私たちは、この広島連帯ユニオン・
推進機構支部、草津病院支部での闘いを労働組合
の建設、労働組合の強化・拡大として闘い抜いて
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います。2.23春闘集会はこの2 つの支部の闘いを
地域共闘の力を結集して勝利する闘いでもありま
す。
私たちは、昨年の10月1日のJR東日本の検査・
修繕部門の全面外注化の攻撃に対して動労千葉、
動労水戸、動労総連合のストライキを含む総力の
闘いでJR東日本の労働者の総反乱状態を作り出し
JR東日本をふるえ上らせた闘いに勝利の確信をつ
かみました。第2ラウンドの闘いに突入しているJR
全面外注化阻止の闘いの勝利こそ、13春闘勝利の
道です。2.23集会では、非正規労働者の解雇撤回
闘争を闘う、東京西部ユニオン・鈴木コンクリー
ト工業分会の仲間が3名参加します。
外注化阻止・非正規職撤廃! 13春闘勝利! 2.23春
闘総決起集会へ参加をお願いします。

2.23春闘総決起集会
日時：2月23日(土) 18:00 より
場所：広島市まちづくり市民交流プラザ
北館5階・研修室A
主催：広島連帯ユニオン
共催：広島県労働組合交流センター

鈴コン大街宣
・2月22日(金) 17時半より 東郵便局前
・2月23日(土) 14時より 八丁堀交差点

鈴コン交流会
・2月22日(金) 19時より 東区民センター和室
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2013旗開き・激動の2013年、冒頭から全力で闘おう！
１月４日に全造船機械三菱広機分会と広島連帯ユニオンの共催
で旗開きが開催され、広機分会の仲間とユニオンの仲間が新年の
あいさつをかわし、団結を深めました。
１月６日には広
島県労働組合交流
センターと広島東郵
便局部落解放研究
会が団結を固める
年頭の旗開きを行いました。中区の幟会館２階で、2012年の
総括と2013年の闘いに向けての決意と抱負を語り合い連帯と
団結を強めました。

外注化阻止決戦の第２ラウンドへ！1.19国鉄米子集会
１月１９日、鳥取県米子市文化ホールにおい
て、ＪＲ伯備線触車死亡事故７周年弾劾・米子支
社後藤総合車両所労災死亡事故２周年弾劾の国鉄
集会が開催されました。動労西日本、「共に闘う
国労の会」、国労５・２７臨大闘争弾圧裁判被告
団を先頭に３５人の闘う労働者が結集し、ＪＲ米
子駅前の街頭宣伝と集会・デモを戦闘的に打ち抜
きました。ＪＲ全面外注化・非正規職化−安全破
壊と大量解雇攻撃絶対粉砕の外注化阻止決戦第２
ラウンドへ、職場からの断固たる戦闘宣言を発す
るものとなりました。
集会では、連帯発言として、広島・岡山から駆けつけた仲間を代表して広島連帯ユニオンの青年部の仲間
が、国鉄闘争を打ち抜いて職場で闘おうと発言。最後に動労西日本の大江照己委員長が、２０１３年は外注
化阻止決戦第２ラウンドの闘いで階級的労働運動の大躍進をかちとり、２・１７国鉄全国集会に総結集しよ
うと集会をしめくくり、ＪＲ米子支社へむけたデモ行進をやりぬきました。

原発再稼働の安倍内閣打倒！中国電力本社前金曜日行動
中電前金曜日行動（18時30分から19時30分）が、今年も1月4日から毎週行われています。ぜひ参加を！
福島を見殺しにし、原発再稼働をねらう安倍内閣を倒そう！2月11日NAZENヒロシマ結成１周年集会が福島
から佐藤幸子さんを招いて開かれます。2.11を成功させ、3.11福島現地闘争へ！
＜参加者の声＞・安倍・自民党をたおそう！・ふ
くしまと一体でたたかおう・安倍の原発推進再稼
働を許さない・震災は終わっていません。未来の
若者を今守ろう・全ての原発をとめよう・安倍政
権の再稼働を許すな・原発はいらん 特に広島に
とって・安倍打倒！3.11福島へ！・寒さなんかふ
きとばしてガンバロー・すべての原発即時廃炉
を、安倍打倒して勝ち取ろう・福島と共に立と
う！・福島の怒りとつながり原発をなくそう！・
3.11福島現地行動で安倍をたおそう！

!
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労働組合の力で３月末雇い止めを阻止！｜推進機構支部
2月６日に第２回団交を行い、4月からの新シス
テム導入にあたって非正規職員の３月末雇い止めを
行わないよう、徹底追及しました。
なんと会社は、「予算が決まるのは３月理事会な
ので答えられない」という驚きの回答を行ってきま
した。もし雇い止めをするなら２月末には本人に通
告されるはずです。３月理事会を経ないと答えられ
ないなどという答えは通用しません。組合の追及
に、新システム導入で大変なときなので雇い止めは
考えていないとの回答を引き出しました。雇い止め
解雇を強行することは事実上不可能なところに会
社側を追いつめました。やはり労働組合の力は絶大

です。
また、新システム導入については、職場の意見を
ヒアリングしてきたのでこれまでのシステムでの問
題点を解消できると考えている、ということでし
た。しかし、ユニオンの組合員は意見を聞かれたこ
となど全くないのです。早くも新システムの問題点
が露呈してきています。「外注化・非正規化と安全
破壊の新システム絶対反対」と雇い止め解雇阻止を
一体で闘ってきたことが今回の勝利を切り開きまし
た。正規・非正規の分断を超えて職場がひとつに団
結してこそ、雇い止めも安全破壊も阻止できます。
不平等やパワハラが横行する職場を変えよう！

事故の一切の責任は経営にある！｜草津病院支部
２月２日の夜、２1時過ぎに病棟で、患者さん同
士の「殺人未遂」事件が発生しました【2月4日付
中国新聞で報道】。昨年の「放火事件」の実態も明
らかにされていない中で、時をおかずして、またし
ても重大事態が発生したのです。
今回の事件も9月の｢放火事件｣の際と同じ夜間帯
の要員と病床の不足が原因です。現状では、職員が
どんなに注意を払っていても防げない状態がありま
す。精神科病院である以上リスクは常に存在してい
るのです。その上で、安全を確保する責任が病院に
はあります。職員が労働災害に遭う可能性も大いに
あります。現場労働者には、職場での事故の責任は
何一つありません！一切の責任は病院(更生会)にあ
ります。
４ヵ月に２回も人の命に係わる事態が引き起こ
されています。病院は職員と患者の命を何と思って

いるのでしょうか！組合は、この間の団交でも９月
の｢放火事件｣についての見解と方針を全職員に明ら
かにして、職場の安全に責任をとれ！と更生会に提
起してきたにもかかわらず、今回の事態を迎えまし
た。人員や病床が充分でないのに、収益のために救
急急性期病院を続けることが最大の問題・矛盾なの
です。
病院の「金儲け」優先の経営方針と事故の隠ぺ
い体質を許さず、組合が先頭に立って、すべての職
員の団結で、職場の安全を守っていく取り組みを、
さらに推し進めることが急務であることをはっきり
しました。草津病院は、職場の安全を第一に考えて
職場・病棟の安全に責任をとれ！昨年９月の｢放火
事件｣と今回の事故についての事実と見解を、全職
員に明らかにせよ！すべての職員は、今こそユニオ
ンに結集しよう！

契約更新を使った労働条件切り下げ許すな｜広大生協労組
今年も契約更新の時期がやってきました。この
間、契約更新をきっかけにした労働条件の切り下
げが、様々な理由をつけて強行されています。非正
規化によって経営者の都合で自由自在に労働条件
を切り下げ、雇い止めと称して解雇することが横行
しています。絶対に許すことはできません。
２月年度末を前に、「２回目の更新から期限の
定めのない雇用に」「労働条件の変更は組合に提
起すること」「契約更新にあたって不利益変更を
しないこと」の要求書を提出しました。契約更新
を繰り返せば無期雇用として扱われるのが本来の
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あり方です。実際、広大生協の職場でも勤続○○年
のパート労働者が大勢働いています。生協の場合１
年ごとの契約になっていますが、ほとんどのパート
労働者が実質常雇いであり、無条件に契約が更新
されるのは当然のことです。また、労働条件の切り
下げは本来あってはならないことです。
正規と非正規、賃金などあらゆるキッカケで分
断され、労働組合を解体してバラバラにされた結
果、経営者の都合が良いように労働条件が切り下
げられてきました。団結してはねかえそう！
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ひろしま労働学校

無実の中山さんと共に闘う会

https://sites.google.com/site/roudougakkou/

https://sites.google.com/site/nakatomokai/

第6回『賃労働と資本』を学ぶ
受講レポート

中共会ニュースNo.14発行
●3.11フクシマから3.19中山奪還へ！

賃金（給料）＝労働の対価、というのがまかり
通っているので、そうではないということを突き
つける今回の講義は、根本から履え（くつがえ）
させられるものでした。
商品の価値は、一定の基準があり、上がり下がり
は労働の量によって決められるが、労働の価値は
定まったものではなく、資本家の采配でどうとで
も決められてしまうというのが恐ろしいと思いま
す。必至で、命がけで抵抗し闘って来たからこ
そ、労働力の価値は守られており、それをやめて
しまった瞬間から私達は、「労働者」でも「人
間」でもなく、「奴隷」や「便利なモノ」にさせ
られてしまうのだと強く思いました。
資本家の利益が労働者の労働力なくしては成り
立たないと言うのなら、労働者への搾取を続けて
一人残らず潰してしまったら、自分達もおしまい
と承知の上でできるものだろうか、自分達は生き
残って、また新たな生産力を獲得できるという絶
対の自信でもあるんでしょうか。とても根拠のな
い自信のように思えてなりません。
講義の度に、毎回不思議に思うことですが、
（資本家は）ずっとうまく立ち回ってこれたから
自分達が破滅するという未来図を描けない、もし
くは描かないようにしているのだろうかと思いま
した。

私たちは、来たる３月１９日に、広島連帯ユニ
オン草津病院支部 支部委員長 中山崇志さんを山
口刑務所から取り戻します。安倍政権の下でまさ
に労働者民衆は闘わなければ生きていけない状況
が生み出されつつある中で、中山さんを奪還する
ことは、広島の、そして全国の闘う仲間にとって
は決定的です。
新自由主義政策へのよりいっそうののめり込み
が開始される今こそ、労働組合の強化・組織拡大
が求められています。広島連帯ユニオンは、草津
病院支部を地域の拠点労組として大きく飛躍させ
ていく闘いとして 2013 年春闘を『反合理化･安
全保安闘争』として闘い、職場の安全を取り戻す
とりくみを貫きます。
その渦中で２･１７国鉄全国集会を「外注化阻
止･非正規職撤廃」の決戦として闘いとろう！ そ
して２･２３春闘総決起集会(広島)を青年労働者を
先頭にして大結集をかちとり、２･２４橋下打倒
集会(大阪)を全力で闘い抜いて、３･１１フクシマ
へせめのぼろう！

次回は
2月16日(土)13時から幟会館２階にて
テーマ：労働組合と社会主義
講 師：秋月丈志専任講師

年会費の更新をお願いします

中山支部委員長にハガキを出そう
■宛先

〒753-8525 山口市松美町3-75

中山崇志

■年会費
■振替口座

1口＝2,000円（カンパ歓迎）
01330-7-109491
広島連帯ユニオン

スケジュール
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2月 11日 （月）13:00

NAZENヒロシマ結成１周年集会（資料館東館・NAZENヒロシマ）

2月 16日 （土）13:00

ひろしま労働学校（幟会館・広島労組交流センター）

2月 17日 （日）17:00

国鉄全国運動2.17労働者集会（東京・国鉄全国運動）

2月 23日 （土）18:00

ユニオン春闘総決起集会（市民交流プラザ）

3月 3日 （日）13:00

国際婦人デー記念３・３ヒロシマ行動（アステールプラザ・同実行委員会）

3月 9日 （土）

全国労働組合交流センター・総会

3月 10日 （日）

全国労働組合交流センター・総会

3月 11日 （月）13:00

3.11反原発福島行動'13（福島教育会館・同実行委員会）

3月 16日 （土）13:00

ひろしま労働学校（幟会館・広島労組交流センター）

3月 19日 （水）

中山草津病院支部委員長・出獄

3月 24日 （日）12:00

三里塚全国総決起集会（成田市・三里塚芝山連合反対同盟）
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